
 

 
がん患者・家族・医療者・市民のための最新がん医療フォーラム in秋葉原 

2014.8.9 「AKIBA Cancer Forum 2014」 

～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

 

- 趣意書 - 

 

 

 

 

“AKIBA”をがん医療情報発信基地に !! 

がんを「知る」「学ぶ」「集う」をテーマに 

年に 1回開催するがん患者・ご家族・市民のための 

最新がん医療フォーラム 

 

 

  



＜1. 各種協賛趣意書＞ 

2014年 6月吉日 

 

AKIBA Cancer Forum 2014 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

趣意書 

 

  謹 啓 

新緑の候、御社におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 

来る 8月 9日（土）、別紙の通り AKIBA Cancer Forum 2014 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

を開催する予定です。NPO 法人キャンサーネットジャパン、朝日新聞の医療サイト・アピタル、株式会社新産業

文化創出研究所による実行委員会が運営を担います。本フォーラムは、各種がんの最新情報のアップデート、近

年のがん医療の課題、がん教育等について、正しい知識と情報を、広くがん患者さん・ご家族、市民に普及・啓発す

るために企画致しました。 

 

近年、がん患者、家族、国民のがん医療への積極的な参画から、「がん対策基本法」も施行され、がん患者・

家族、一般市民のがん医療への関心・興味が高まっています。同時に、医療提供者、医療関連 NPO 等には、

正しい情報提供を通じ「がん医療」に貢献する事が期待されています。  

  

このような背景より、本フォーラムでは別紙の通り各領域を代表する講師の基調講演や Q&A セッションを設け

る他、がんをテーマにした映画の上映、がんとエクササイズ（ヨガなど）、子供たちへのがん・健康医療プログラム、

各種がん関連ブース展示、エンターテイメントなど、がん医療の全てを学べるフォーラムとなるよう計画しておりま

す。 

 

つきましては、本邦においてがん医療、ヘルスケア、その他関連領域にて、貢献される御社のご協賛、ご支援

を賜りたく、ここに謹んでお願い申し上げます。ご賛同頂けます場合、別紙申込書にてご連絡頂けますようお願

い申し上げます。また、是非御社からも多数のご参加お待ち申し上げております。   

   

 末筆ではございますが、御社の益々のご活躍とご発展を祈念申し上げます。                謹 白 

 

 

AKIBA Cancer Forum 2014 

 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール 実行委員会 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

朝日新聞の医療サイト・アピタル 

株式会社新産業文化創出研究所  

 

 

 

 

 

 



＜2. 開催概要＞ 

■開催目的 

   近年のがん医療の進歩は著しく、また臨床研究、各疾患における診療ガイドラインの整備等も進み、また新

しい医療技術、医薬品の登場により、がん医療の個別化も進んでおり、患者がより良いがん医療を受ける環

境になってきています。 

   しかしながら、未だ診療ガイドラインの普及や、がん医療の均てん化は十分でなく、更には、がん患者さん、

家族は、がんの治療を行わない放置治療や、科学的根拠が不十分なサプリメント、代替療法など、いわゆる

ジャンク情報にもさらされています。 

そのような観点より、日々進歩する各種疾患の最新がん医療情報、現在問題となっているがん医療のテー

マを取り上げ、患者ががんを「知り」、がんを「学び」、がん患者さん、家族、医療者が「集い」、勇気、希望が持

てるフォーラムとすることを目的にしています。 

ひいては、がん対策基本計画にもある「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負け

ることのない社会」の実現に、少しでも資することを目的とします。 

 

■フォーラム名称：AKIBA Cancer Forum 2014～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

 

■開催日時：2014年 8月 9日（土）午前 10時 00分～午後 6時 00分（午後 7時から寄付による懇親会） 

 

■会場：秋葉原 UDX4階全フロアー（UDX Gallery 3rms・UDX NEXT 3rms・UDX Theater・Open College他） 

東京都千代田区外神田四丁目 14-1 http://udx.jp/ 

 

■アクセス：http://udx.jp/access/ 

 

■会場全体平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■入場料：ご寄付（無料でも入場できます） 

 

■主催：AKIBA Cancer Forum 2014実行委員会 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

朝日新聞の医療サイト・アピタル 

株式会社新産業文化創出研究所 

 

■実行委員会事務局：NPO法人キャンサーネットジャパン 

 

■後援：NPO法人日本臨床腫瘍学会、NPO法人日本肺癌学会、第55回肺癌学会学術集会、肺がん医療向上

委員会、公益財団法人日本婦人科腫瘍学会、NPO法人婦人科悪性腫瘍研究機構、一般社団法人日本胃

癌学会、NPO法人日本骨軟部肉腫治療研究会、一般社団法人日本血液学会、日本皮膚悪性腫瘍学会、大

腸癌研究会、NPO法人日本小児血液・がん学会、公益社団法人日本放射線腫瘍学会、一般社団法人日本

がん看護学会、公益財団法人日本対がん協会、NPO法人日本医療政策機構、公益財団法人前立腺研究

財団、公益社団法人日本医師会、公益社団法人東京都医師会 

（依頼中）：厚生労働省、東京都、千代田区、科学技術振興機構、日本癌学会、日本乳癌学会、日本婦人科

腫瘍学会、日本頭頸部癌学会、日本脳腫瘍学会、日本肝癌研究会、日本臨床試験研究会、日本緩和医療

学会、がん対策情報センターなど 

 

■申し込み・受付 

① CNJホームページからの申し込み：http://cancernet.jp/acf/ 

② メールでの申し込み：0809acf@cancernet.jp 

③ ファックス（ファックス受信が可能な方のみ）か往復はがきでの申し込み（パソコンをお持ちでない方） 

②・③でお申し込みの場合、「8月 9日フォーラム申し込み」と明記の上、下記必要事項を記入してお申込み

下さい。1. 氏名（フリガナ）2. 立場（患者・家族・医師・行政関係・医療者・製薬/医療機器関係・メディアなど）

3. 連絡先（①メール ②FAX ③電話 ） 

  



＜3. 開催内容（案）＞ 

■UDX Theater・Open College・Room C（調整中コンテンツあり） 

部屋名 D : Theater H : OpenCollege I : ROOM C 

キャパシティー 160名 30名 18名 

コンセプト 
最近話題のがん医療 

トピックス&エンタメ 
疾患の最新情報 

プラチナメーク 

＆フォトプログラム 

1 9:00〜10:00 D-1 : オリエンテーション H-1 : オリエンテーション I-1 : オリエンテーション 

2 10:00〜10:50 D-2.3 : 希望のちから 

上映会 

講師：勝俣 範之 

司会：柳澤 昭浩 

H-2 : 脳腫瘍 

講師：成田 善孝 

司会：古賀 真美 

今日のキレイを明日の希

望に！ プラチナメーク＆

フォトプログラム 

 

がん患者さんを対象にプロ

のヘアーメークとカメラマン

によるヘアーセット＆メーク

アップ＆写真撮影を提供

します。男女問いません。

wigの試着も可能です。

（事前予約が必要です。希

望者多数の場合は抽選と

させて頂きます） 

 

3 11:00〜11:50 

H-3 : 頭頸部がん 

講師：藤井 正人 

司会：古賀 真美 

4 12:00〜12:50 

D-4 : がんと遺伝 

講師：山内 英子 

司会：平子 義紀 

H-4 : がんと漢方 

講師：上園 保仁 

司会：増田 美加 

5 13:00〜13:50 

D-5 : がん検診 

ホントのこと 

 講師：中山 富雄 

司会：平子 義紀 

H-5 : 代替療法 

講師：大野 智 

司会：梅田 里衣 

6 14:00〜14:50 

D-6 : がんと放射線 

講師：早川 和重  

司会：川上 祥子 

H-6 : 血液がん 

講師：奥田 慎也 

司会：古賀 真美 

7 15:00〜15:50 

D-7 : いのちの落語 

笑いは最高の抗がん剤 

演者：樋口 強 

司会：平子 義紀 

H-7 : がん情報と 

インターネット 

講師：後藤 悌 

司会：梅田 里衣 

8 16:00〜16:50 

D-8 : がん治療の真実 

講師：勝俣 範之 

司会：平子 義紀 

H-8 : がんと数字（統計） 

講師：山本 精一郎 

司会：梅田 里衣 

9 17:00〜18:00 

D-9 : がんと教育 

講師：勝俣 範之 

司会：平子 義紀 

H-9 : がんとお金 

講師：黒田 尚子 

司会：賢見 卓也 

10 18:00〜19:00 

D-10 : 子宮頸がんの 

ワクチン 

講師：落合 和徳 

司会：平子 義紀 

H-10 : BEC/CIN 

認定者活動報告会  

  



■UDX NEXT（調整中コンテンツあり） 

部屋名 E : NEXT 1 F : NEXT 2 G : NEXT 3 

キャパシティー 180名 120名 80名 

コンセプト 疾患の最新情報 疾患の最新情報 疾患の最新情報 

1 9:00〜10:00 E-1 : オリエンテーション F-1 : オリエンテーション G-1 : オリエンテーション 

2 10:00〜10:50 

E-2 : 前立腺がん 

外科治療 

講師：堀江 重郎 

司会：川上 祥子 

F-2 : 肝臓がん外科治療 

講師：國土 典宏 

司会：渡辺 千鶴 

G-2 : 膀胱がん 

講師：菊地 栄次 

司会：小島 あゆみ 

3 11:00〜11:50 

E-3 : 前立腺がん 

薬物療法 

講師：赤倉 功一郎 

司会：川上 祥子 

F-3 : 肝臓がん薬物療法 

講師：古瀬 純司 

司会：渡辺 千鶴 

G-3 : 腎がん 

講師：近藤 恒徳 

司会：小島 あゆみ 

4 12:00〜12:50 

E-4 : 肺がん外科治療 

講師：坪井 正博 

司会：福島 安紀 

F-4 : 大腸がん外科治療 

講師：佐藤 武郎 

司会：渡辺 千鶴 

G-4 : 精巣腫瘍 

講師：中村 晃和 

司会：改發 厚 

5 13:00〜13:50 

E-5 : 肺がん薬物療法 

講師：後藤 悌 

司会：福島 安紀 

F-5 : 大腸がん薬物療法 

講師：山口 研成 

司会：渡辺 千鶴 

G-5 : がんと妊孕性 

講 師：菊地 盤 

司会：古賀 真美 

6 14:00〜14:50 

E-6 : 乳がん外科治療 

講師：山内 英子 

司会：真水 美佳 

F-6 : 胃がん外科治療 

講師：円谷 彰  

司会：小西 敏郎 

G-6 : 卵巣がん 

講師：上坊 敏子 

司会：梅田 里衣 

7 15:00〜15:50 

E-7 : 乳がん薬物療法 

講師：佐々木 康綱 

司会：福島 安紀 

F-7 : 胃がん薬物療法 

講師：山口 研成  

司会：小西 敏郎 

G-7 : 子宮体・頸がん 

講師：上坊 敏子 

司会：小島 あゆみ 

8 16:00〜16:50 

E-8 : 乳房再建 

講師：三鍋 俊春 

司会：溝口 綾子 

F-8 : 食道がん 

講師：小島 隆嗣  

司会：渡辺 千鶴 

G-8 : 甲状腺がん 

講師：杉谷 巌 

司会：古賀 真美 

9 17:00〜17:50 

E-9 : 骨転移 

講師：篠田 裕介 

司会：川上 祥子 

F-9 : すい臓がん 

講師：奥坂 拓志 

司会：渡辺 千鶴 

G-9 : 皮膚がん 

講師：山崎 直也 

司会：古賀 真美 

10 18:00〜18:50 

E-10 : 緩和ケア 

講師：金石 圭祐 

司会：賢見 卓也 

F-10 : 胆道がん 

講師：奥坂 拓志 

司会：渡辺 千鶴 

G-10 : 肉腫 

講師：川井 章 

司会：梅田 里衣 

 

  



 

■UDX Gallery（調整中コンテンツあり） 

部屋名 A : Gallary 1 B : Gallary 2 C : Gallary 3 

キャパシティー 

展示ブースエリア 

プログラム毎に検討 10～20名 

コンセプト こども大学医学部 エクササイズ 

1 9:00〜10:00  
 

 

2 10:00〜10:50 

展示ブースエリア 

出展社を募集しています 

主として子供（小学校低学

年・小学校高学年・中学生な

ど）を対象としたプログラム協

力を募集しています。詳細

は、4. 協賛・出展・プログラム

協力メニュー内のプログラム

協力をご参照ください。 

がんサバイバーのための 

ヨガ① 

 3 11:00〜11:50 

4 12:00〜12:50  

5 13:00〜13:50 

がんサバイバーのための 

ヨガ② 

6 14:00〜14:50 

7 15:00〜15:50 

がんサバイバーのための 

ヨガ③ 

8 16:00〜16:50 

9 17:00〜18:00 ヨガ指導者用レクチャー 

10 18:00〜19:00 設営・準備 
 

11 19:00〜 懇親会（有料 3,000円以上の寄付） 
 

 

  



UDXビジョン 

＜4. 協賛・出展・プログラム協力メニュー＞ 

■広告協賛 

協賛種別 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 一般 

  100万（税別） 50万（税別） 20万（税別） 10万（税別） 5万（税別） 

UDXビジョン 

コングレスバック 
○         

朝日新聞での告知広告 

（企業ロゴ入り） 
○ ○       

参加者タグ   ○       

セミナー会場での 

サンプル・資料配布 
○ ○ ○     

全印刷物 

（ポスター・フライヤー他） 

会場バナー 

○ ○ ○ ○   

当日プログラム印刷物 ○ ○ ○ ○ ○ 

ウェッブ広告 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

  

 

 

※協賛メリットとして上記にロゴ掲載 

※なお、早目にお申し込み頂くと事前案内フライヤー・ポスターへの企業名掲載が可能です。 

※プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、一般別に、印刷物の企業ロゴ、企業名のサイズを調整いたします。 

※ポスター1,000部・フライヤー20,000部を全国がん診療連携拠点病院 397施設及び首都圏機関病院（・院長・

相談支援センター・看護部・薬剤部）、がん関連製薬企業、がん関連サービス関連企業、都道府県がん対策

推進担当課、がん患者会、がん患者支援団体、東京都の小中学校等教育機関に送付します。 

※朝日新聞での告知広告は朝日新聞首都圏版朝刊または夕刊全５段での掲載を予定しております。 

（ただし協賛額が目標に届かない場合は、掲載を控えさせていただく場合もございます。予めご了承ください） 

※本催事の模様やプログラムの 1 コマを朝日新聞等にて採録をご希望される場合は、別途ご相談ください。 

（別途オプションプランをご提示させていただきます） 

※インターネットでの広報として、 

AKIBA Cancer Forum 2014公式ウェブサイト（ http://www.cancernet.jp/acf/ ） 

NPO法人キャンサーネットジャパン（ http://www.cancernet.jp/ ） 

朝日新聞の医療サイト アピタル（ http://apital.asahi.com/ ） 

新産業文化創出研究所 （ http://www.icic.jp/ ） 

キャンサーチャンネル（ http://www.cancerchannel.jp/ ） 

などのホームページ、フェイスブックなどの SNSで紹介致します。 

参加者タグ 



■展示ブース 

1枠 1,800mmの長机と椅子 2脚（横 2,500mm×縦 2,000mmのエリア）：10万（税別） 

展示エリアは、UDX Gallery・UDX NEXT ・UDX Theater・Open College他で、設置位置は事前相談がない限

り事務局にて決定させて頂きます。また、展示物の前日の搬入はできません。展示物、パネル等は、自社にて

ご用意下さい。 

 

■プログラム協力（Gallery3） 「こども大学医学部」 

Gallery3でのプログラム協力：20万円（税別）～（1 コマ 2時間で準備及び撤収時間を含む） 

Gallery3では、主として子供（小学校低学年・小学校高学年・中学生など）を対象としたプログラム協力を募集

しています。開催時間は申込みに添うように致しますが、申込み複数の場合、事務局にて調整致します。 

※協賛金の協力も募集しております。 

 

＜5.こども大学医学部サマースクール＞ 

■こども大学 

スポーツなどは将来、オリンピックやプロアスリート 

を目指して、子供の頃からスクールに入ったり強化選 

手になったり、また高校や大学でもスカウトやセレクシ 

ョンがあります。子供の夢と進学、そして就職がラインで結ばれるシステムが比較的できています。夢

の先もスポーツ選手といった抽象的なものでなくサッカー選手や野球選手、更にどこのチームといった

就職先に入りワールドカップで優勝するなどの就職先での目標も子供の頃から持つことになります。 

科学や歴史などの延長線のラインには何があるのでしょうか。プロフェッショナルとしてベンチャーに

なったり科学者になったり、何処かの企業に入って世界で活躍するといった知識もラインも確立してい

ません。こども大学はこうした環境を整備するために活動しています。 

 

■こども大学医学部 

こども大学医学部は健康や医療を学び、先端医療の最前線に触れることができ、現役の医師や研究者と

直接触れ合い、同様の夢を持つ先輩やお友達、ライバルに出会うことが出来ます。 

こども大学の優秀な芽を育てるため、大学や研究機関、医療機関と企業や NPOが一体となって様々な支

援を行います。大学や研究機関のアウトリーチプログラム、科学コミュニケーションの場として、また

企業の「健康医療の CSR」として、病院やクリニックなどの地域サービスとして、医学部や薬学部、看

護や福祉の大学の広報のほか、将来的なスカウトシステムや特待生、飛び級学生とも連携して行います。 

この活動は、異分野連携を促進するために異分野間でのコミュニケーションやプレゼンテーション能力

の向上、共通言語として研究者や企業経営者に指導しているプログラムにもなっています。異分野の言

葉や慣習は意外と解っていないものです。子供でもわかる様な説明を習得することや異分野連携事業を

子供向けのプレゼンプログラムを創ることを通じて具体的なアクションプログラムとするなどを目的

としています。 

企業も研究機関も行政にとっては、自分たち（の活動）の存在価値や将来の子供達に何を貢献するか、

合意形成を行う重要なミッションがあります。こうした幾つかの目的、目標を「こども大学」の基本姿

勢として活動しています。 

 

 

 



■こども大学医学部 異分野連携パートナーズフォーラム 「産官学民医連携事業」 

 （こども大学医学部のプログラム参加、ご協力ご協賛、異分野連携の共同プログラム開発参加） 

 

こども大学医学部の活動に協力頂ける企業や大学研究機関、医療福祉機関、行政機関、NPOやボランテ

ィアなどを探しています。また異分野の連携促進も「こども大学医学部 異分野連携パートナーズフォ

ーラム」として実施していきます。 

プログラムを作るコンテンツ、それをわかりやすくプログラム化出来る教育者やクリエイター、映像作

家や玩具屋さん。開催場所提供のショッピングセンターや教育機関、情報提供するメディアや情報通信

関係者。協賛や協力機関。科学コミュニケーターやインタープリターなどの方々、など。 

関心はあるが、まだプログラムを作れないという方や企業も、このタイミングから病院などの医療機関

や大学などとの共同プログラム開発のアライアンスパートナーとして研究会に参加してみませんか。 

プログラムの教材やコンテンツを継続的に展開するために教育機関や医療機関、科学館などへの普及や

社会活動をするＮＰＯなどの支援グッズとしての活用も考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

■研究会の開催 

ＣＳＲアウトリーチ研究会「健康医療ＣＳＲ部会」 

テーマ「産官学民医連携事業」としての「こども大学医学部 異分野連携パートナーズフォーラム」 

日 時  6/17日 19:00～21:00 

場 所  秋葉原ＵＤＸ ＵＤＸオープンカレッジ 

お申込  ＵＤＸオープンカレッジ ホームページより→ http://www.town-college.com/udx/ 

プログラム 健康医療ＣＳＲ部会説明と「こども大学医学部異分野連携パートナーズフォーラム」 

          廣常啓一 新産業文化創出研究所 所長 

      AKIBA Cancer Forum 2014について 

          柳澤昭浩 NPO法人キャンサーネットジャパン理事・事務局長 

      「生命」のシンボル・グラウンディング鼓動に触れるワークショップ「心臓ピクニック」  

          坂倉杏介 慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所 特任講師） 

          渡邊淳司 日本電信電話株式会社 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 

       その他、こども大学医学部関連のプレゼンテーター募集中 

 

○こども大学医学部サマースクールの活用 

日 時  8/9 

AKIBA Cancer Forum 2014の併催事業として、どなたでも参加できるオープンカレッジ「こども大学医

学部(健康医療人間学)」サマースクールを開催します。 

こちらへプログラム参加や聴講、また活動へのご協力ご協賛、実験的参加などを募集致します。 

 

 



＜6. 協賛・出展・プログラム協力メニュー申込書＞ 

 申込書送付先： FAX：03-5840-6073  

  

AKIBA Cancer Forum 2014 

～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

協賛・出展・プログラム協力メニュー申込書 

2014年   月   日 

 

1. 表題フォーラムの後援の広告協賛を申し込みます（いずれかに○印をお願いします） ※全て税別料金 

①プラチナ（100万円） ②ゴールド（50万円） ③シルバー（20万円） ④ブロンズ（10万円） ⑤一般（5万円）    

 

2. 展示ブース（数字を記載：     ）枠（1枠 10万円税別）を申込みます。 

 

3. プログラム協力を申込みます。 

・（数字を記載：     ）コマを申込みます。 

・対象は、①小学生低学年、②小学生高学年、③中学生、④その他（          ）を希望します。 

 

上記お申込みにてお振込が生じる場合、上記に基づき本フォーラムの開催趣旨に賛同し、

\               -（税別）を   月   日頃振込みます。 

※ご希望に応じて、請求書を発行させていただきますのでお問い合わせください。 

  

4. 御社製品（飲料など）、あるいは作成されている参加者向け資材・ノベルティー（メモパッド、ボールペン、封筒、サ

ンプル品等）の提供（約 500～700）は可能ですか？可能な場合、お手数ですが、下記、事務局までお知らせ下さ

い。但し、配布形態は、展示エリア（フリースペース）への設置のみとなり、印刷物、ウェブ等へのロゴ掲載は致しま

せん。 

貴社・団体名   

ご所属名   

ご担当者名   

ご担当者様 E-mail   

ご住所  〒 

電話番号   

ファックス番号   

  

4．協賛・出展・プログラム協力振込先：  

三菱東京 UFJ銀行本郷支店・普通口座・4634098・名義：特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン 

 

5. お問い合わせ窓口 （※ お申込みはページ上部記載の番号にファックスをお願いいたします。） 

  AKIBA Cancer Forum 2014 実行委員会（株式会社新産業文化創出研究所） 

  〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 4F 

   電話：03-5297-8200 E-mail:pr@icic.jp 


